順天堂グローバル教養論集（Juntendo Journal of Global Studies）
投稿規程（２０２０年４月１日改正）
下の者であればよい。

１．目的：

(1) 順天堂大学国際教養学部の専任教員

本誌は、主に順天堂大学国際教養学部に所属す

または非常勤教員

る教員の研究を公開する媒体とし、国際教養に関

(2) 順天堂大学教職員（非常勤も含む）
、同大学

する学術的研究の発展に寄与することを目指す。

学部生、同大学大学院生、同大学卒業生、同
大学院修了生、同大学研究生、同大学専攻生、

２．原稿の種類：

同大学協力研究員

原稿の種類は、総説、研究論文、調査・実践報

(3) 順天堂大学に所属しない場合には、編集委

告、研究ノート、書評であり、内容は以下の通り

員会が認めた者

である。投稿する原稿は、著者のオリジナルであ
り、且つ未発表のもの（学会等の口頭およびポス

４．使用言語と長さ：

ター発表はこの限りではない）に限り、多重投稿

原稿は、英語あるいは日本語で執筆されなけれ

を禁ずる。

ばならない。原稿の長さは、要旨、写真、図・表、
参考文献など全てを含めて、以下のページ数を超

総説：

えないものとする（字数は目安とすること）
。

特定のテーマに関する内外の諸研究を幅広く
収集し、それらを多角的かつ総合的に考察し

・総説

たもの。

・研究論文

研究論文：

15 ページ
英文 10,000 語
和文 20,000 字

研究結果の論証を経て新たな知見を提示し、
独創性があり、学術的な意義が明らかである
・調査・実践報告

論文。

・研究ノート

調査・実践報告：

9 ページ
英文 6,000 語
和文 12,000 字

研究または教育の調査・実践において、結果
の重要性が高く、教育実践の向上・発展に寄
・書評

与し、発表の意義が認められるもの。

・その他

研究ノート：

5 ページ
英文 3,000 語
和文 6,000 字

内容的に研究論文には及ばないが、得られた
研究結果の重要性が高く、発表の意義が認め

※やむを得ず上記のページ数を超える場合には、

られるもの。

原稿提出時迄に原稿受付の可否を含め、編集

書評：

委員会へ必ず問い合わせること。

書籍の宣伝ではなく、関連分野における当該
書籍の重要性および位置づけを明らかにする

要旨（Abstract）は、原則としてすべての原稿の

もの。

第 1 ページと最終ページに英文と和文で記述する

その他：
上記の分類いずれにも入らず、かつ、編集委

ことが必要である。本文が英文の場合には、第 1

員会が必要と判断したもの。例えば資料等。

ページに英文、最終ページに和文の順に、本文が
和文の場合には、第 1 ページに和文、最終ページ
に英文の順に記述すること。英文は、200 語以内、

３．投稿資格：
本誌に投稿または寄稿できる者は、以下の通り

和文は、500 字以内で記述すること。図・表は、英

とする。共著者がいる場合は、筆頭著者のみが以

文の場合は各 100 語、和文の場合は各 200 字とし
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て換算する。また、索引検索用にキーワードを 3〜
5 つ、を要旨（Abstract）の後に記すこと。キーワ

【例 2】

ードは英文と和文の要旨（Abstract）それぞれの後

① マクルーハン，M.（1968）
．
『グーテンベル

に要旨（Abstract）と同じ言語で記すことが必要で

クの銀河系：活字的人間の形成』
（高儀進・

ある。

訳）
．竹内書店．

ただし書評の場合には、第 1 ページに要旨

② 北山忍・唐澤真弓（1995）
．
「自己：文化心

（Abstract）及びキーワードは記述しない。本文が

理学的視座」
『実験社会心理学研究』第 35

英文の場合には和文で、本文が和文の場合には、

巻，第 2 号，133-163 頁．

英文で、要旨（Abstract）とキーワードを最終ペー
ジに記述すること。要旨（Abstract）の語数、文字

(2) 論文の種類によっては AMA (American Medical
Association) または MLA (Modern Language

数については前述の規程に則ること。

Association) に従った引用方法も認めること

なお、使用する言語が、第一言語でない場合は、
投稿前に必ず Native Speaker によるチェックを受

とする。

けること。
(3) 脚注については、本文中の該当個所の右肩に
順に番号をうち、脚注自体は本文のあとにまと

５．採否：

めて掲載する。

投稿原稿の採否は、編集委員会の審査によって
決定する。編集委員会は、著者に補筆や修正を求
める場合がある。

８．校正・印刷：
著者による校正は、原則再校までとし、以後は

６．稿料・掲載料：
稿料の支払い、掲載料の徴収は行わない。掲載
原稿の著者には、抜き刷り30部を贈呈する。

編集委員会に一任する。校正の段階での修正は、
誤植、誤字・脱字の範囲内で行い、内容に関する
加筆・修正は認めない。
図・表は原則としてモノクロ印刷とする。論文

７．執筆要領：
原稿は、編集委員会が指定したテンプレートを

の性質上、特別な費用（カラー写真など）を必要
とした場合は、著者負担とする。

使用し作成すること。書式は、以下の原則による。
引用文献の記載は、アルファベット順【例 1】
、ま

９．著作権：

たは番号順【例 2】で記載すること。

本誌に掲載された論文の著作権は著者に、版権
は順天堂大学に属する。著者は、掲載された論文

(1) 英文は最新の APA (American Psychological

の電子化とその公開を承諾するものとする。

Association) に従うこと。雑誌引用は、著者名、
発行年、題名、雑誌名、巻（号）
、頁—頁の順

１０．投稿：

に記述する。単行本引用は、著者名、発行年、

投稿する際は、
「投稿カード」を記入し、以下 3

題名、発行地、出版社名の順に記述する。欧文

点を確認すること。1) 多重投稿がないこと、2) 共

の書名はイタリック体にすること。和文の参

著者全員から投稿の承諾が得られていること、3)

考文献も、原則として、英文の様式と同様にす

使用言語が第一言語ではない場合、Native Speaker

る。

によるチェックを受けていること。
原稿は、オリジナル原稿 2 部を下記の住所に提

【例 1】

出（郵送可）すると同時に、メールアドレス宛に

Karmiloff-Smith, A. (1992). Beyond modularity: A

PDF 形式で送信すること。採否が決定した後、メ

developmental perspective on cognitive

ールにて Word ファイルを提出すること。

science. Cambridge, MA: MIT Press.
Kaufman, J. M., & Burbach, H. J. (1988). Creating

１１．原稿提出先：

classroom civility. Education Digest, 63(1),

〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1

12-18.

順天堂大学 国際教養学部
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本郷・お茶の水キャンパス事務室 気付
『順天堂グローバル教養論集』編集委員会
〔T E L〕 03-5802-1729
〔F A X〕 03-3813-3622
〔Email〕 fila_journal@juntendo.ac.jp
この規定は、2015 年 4 月 1 日より発効する。
2017 年 4 月 1 日一部改訂
2018 年 4 月 1 日一部改訂
2019 年 6 月 1 日一部改訂
2020 年 4 月 1 日一部改訂
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Submission Guidelines for Juntendo Journal of Global Studies
(revised April 1, 2020)
to international studies that is not written to further

1. Objective:

the publicity for the book but to expound its

As a medium for the publication of research, mainly

importance or relevance in the research field.

by academics associated with the Faculty of International
Liberal Arts, Juntendo University, the journal aims to

Others:

contribute to the development of academic research on
global studies.

Any form of manuscript not included in the abovementioned types and thought to reach sufficient
priority by the Editorial office. For example, “Data”

2. Types of manuscripts:

etc.

The journal accepts reviews, research papers, reports
on investigation/practice, research notes, and book
reviews, for which the details are outlined as follows. The
manuscripts submitted must be the original unpublished
work of the author(s) (in this context, publication does
not include verbal disclosure at academic conferences, or
academic posters); duplicate submission is not allowed.

3. Eligibility for manuscript submission:
The following persons may submit or contribute
manuscripts to the journal. In case of manuscripts having
coauthors, it is acceptable that only the first author fulfills
the following criteria:
(1) Academics with a permanent or short-term
contract at the Faculty of International Liberal

Review:

Arts, Juntendo University

A paper that brings together a wide range of

(2) Academics from Juntendo University (including

domestic and international research on a specific

those on short-term contracts), undergraduate

topic and examines that research in a multifaceted

students/graduate students/ alumni/ research

and comprehensive manner.

students/ specialized students/ collaborative
researchers at Juntendo University.

Research paper:

(3) Academics from institutions other than Juntendo

A paper with originality that reveals new findings

University and approved by the editorial

demonstrated by research results and has clear

committee.

academic significance.

Report on investigation/practice:
A report detailing important results of a research or
education investigation/practice that contributes to
the improvement or development of educational
practice and whose publication has discernible
significance.

Research note:
An article that does not amount to a research paper
but details important research results and whose
publication has discernible significance.

Book review:

4. Language and length:
Manuscripts should be written in either English or
Japanese. The length of a manuscript, including abstract,
photographs, figures/tables, and references, should not
exceed the number of pages specified below (word count
is also a criterion).
・Reviews
・Research papers
・Report on
investigation/practice
・Research note

An article about a book relevant to a field related
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15 Pages
10,000 English words
20,000 Japanese characters
9 Pages
6,000 English words
12,000 Japanese characters

・Book reviews
・Others

5 Pages
3,000 English words
6,000 Japanese characters

7. Writing guidelines:
Manuscripts should be formatted according to the
template specified by the editorial committee. The
format should follow the principles outlined below.

If the total number of pages is unavoidably exceeded, the

References should be listed in either alphabetical

author should inquire the editorial office about

(Example 1) or numerical (Example 2) order.

manuscript reception before submission.
(1) English-language references should follow the
All manuscripts must contain both English and

latest American Psychological Association

Japanese abstracts. English manuscripts should display

(APA) guidelines. The order for journal

an English abstract on the first page and a Japanese

references is as follows: Name of the author(s),

abstract on the last page. Japanese manuscripts should

year of publication, title, the place of

display a Japanese abstract on the first page and an

publication, and publisher. The English title of

English abstract should appear on the last page. English

the manuscript should be in italics. In principle,

abstracts must not exceed 200 words, whereas Japanese

Japanese-language references should be in the

abstracts should not exceed 500 characters. A figure/table

same style as English-language references.

is counted as 100 English words or 200 Japanese
characters. Following the abstract, there should be three

【Example 1】

to five keywords in English or in Japanese on the first

Karmiloff-Smith, A. (1992). Beyond modularity: A

page for index searching. The same keywords should

developmental perspective on cognitive

appear on the last page in Japanese (for English

science. Cambridge, MA: MIT Press.
Kaufman, J. M., & Burbach, H. J. (1988). Creating

manuscripts) or in English (for Japanese manuscripts)

classroom civility. Education Digest, 63(1),

following a Japanese or English abstract.

12-18.

However, the book review articles display neither
abstract nor keywords on their first page. Instead, a
Japanese abstract and three to five keywords should

【Example 2】

appear on the last page for English book review

①

McLuhan, M. (1968). The Gutenberg

manuscripts, while an English abstract and keywords are

Galaxy: The Making of Typographic Man

displayed for Japanese manuscripts. The count of

(translation by Susumu Takagi). Takeuchi

words/characters in abstract is limited as mentioned

Shoten.

above.

② Kitayama, S. and Karasawa, M. (1995). Self:
A

Please note that where the language used is not the

Cultural

Psychological

Perspective.

author’s first language, the manuscript must undergo a

Japanese Journal of Experimental Social

native-speaker check before submission.

Psychology, 35(2), 133-163.

5. Acceptance:

(2) Depending on the type of paper submitted, references

Acceptance or rejection of submitted manuscripts is

following the American Medical Association

determined through a screening by the editorial

(AMA) or Modern Language Association (MLA)

committee. The editorial committee may request the

guidelines are also acceptable.

author for additions or revisions to the manuscript.
(3) Footnotes should be numbered using superscripts at
the relevant places in the main text, and the footnotes

6. Manuscript and publication fees:

themselves should be provided together at the end of

No manuscript fee is payable, and no publication fee

the main text.

is levied. The author(s) of published manuscripts will
receive 30 complementary printed excerpts.

8. Proofreading and printing:
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[F A X] 03-3813-3622

Until the second stage of review by the editorial

[E-mail] fila_journal@juntendo.ac.jp

committee, proofreading is done by the author(s);
thereafter, it becomes the responsibility of the editorial
committee.

The

revisions

made

during

such

These requirements are effective from April 1, 2015.

proofreading will be confined to the correction of

Partially revised on April 1, 2017

typographical errors and incorrect characters or numerals.

Partially revised on April 1, 2018

There will be no additions or revisions related to the

Partially revised on June 1, 2019

content of the manuscript.

Partially revised on April 1, 2020

In principle, figures and tables are printed in
monochrome. If extraordinarily high expenses are
incurred related to the nature of the paper (such as color
photographs), the cost will be borne by the author(s).
9. Copyright:
The rights of author(s) to papers published in the journal
belong to the author(s), and related rights to Juntendo
University. Authors must agree to the electronic
reproduction and publication of their papers.
10. Manuscript submission:
When submitting a manuscript, fill in a “manuscript
submission card” and confirm the following three points:
1) It is not a duplicate submission; 2) approval for
manuscript submission has been obtained from all
coauthors; and 3) where the language used is not the first
language of the author(s), a native-speaker check has
been carried out.
Submit two original copies of the manuscript to the
mailing address that is provided (manuscripts can be sent
via mail); at the same time, submit a PDF copy to the email address that is provided. After a decision has been
made regarding the acceptance of the manuscript, submit
a file in Microsoft Word via e-mail.
11. Submit manuscripts to the following address:
Attention of: Hongo/Ochanomizu Campus Office
Faculty of International Liberal Arts,
Juntendo University
2-1-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
〒113-8421
Editorial Committee
Juntendo Journal of Global Studies
[T E L] 03-5802-1729
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